
3/15（金） 9:00 10:00-10:10 11:00 12:00 13:00-13:10 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30

3/16（土） 9:00 10:00 10:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

3/16（土） 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30

1
階

・第
7
研

修
室

1
階

大
ホ

ー
ル

裏
・
第

2
会

場

10:00-12:00　『Special  Lecture』

（12:00-13:30）
第2会場・ハンズオン会場設営

10:00-11:00
『これからCTOを始める先生へ』
共催：朝日インテックJセールス㈱

【座長】小堀　裕一・及川　裕二

【演者】
『アンテグレード  ワイヤリング』
加藤　大雅

『レトログレードアプローチの適応とタイミング』
下地　顕一郎

11:00-12:00
『合併症に対する心構え・トラブルシューティング』
共催：KCC2019

【座長】上野　勝己・安田　敏彦

【演者】
『冠動脈解離
-解離を予防するコツ・ベイルアウト法-』
岡村　篤徳

『Retrograde  Approachの合併症』
朝倉  靖

13:30-15:30　【ハンズオン・ベイルアウトセミナー】

共催：アボット バスキュラー ジャパン株式会社・テルモ株式会社

【トレーナー】
中野　顯（彦根市立病院）
浜中　一郎（洛和会丸太町病院）
三浦　崇（長野市民病院）
藤野　晋（福井県立病院）
下地　顕一郎（済生会宇都宮病院）
小堀　裕一（戸田中央総合病院）
尾崎　和幸（新潟大学医歯学総合病院）
永田　義毅（千代田循環器内科クリニック）

1
5
:3

0
　

終
了

1
階

大
ホ

ー
ル

・
第

1
会

場

Live4  PCI   9:00-10:30
【座長】小田  弘隆・臼田  和生

【オブザーバー】鈴木  孝彦

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
宝達　明彦・寺本　智彦・菅野　晃靖
琴野  巧裕・桶家  一恭・小見　亘

Lｉve5  PCI   10:30-12:00
【座長】大辻　悟・松原　隆夫
【オブザーバー】華岡　慶一

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
尾崎　和幸・藤田　博・上野　博志

佐伯　隆広・大谷　啓輔・野々村　誠

12:00-13:00  ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ　共催：アボット

【座長】　金谷　法忍

Live6  PCI   13:00-15:00
【座長】木下  順久・安田　敏彦

【オブザーバー】本江　純子

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
岡田　隆・末武　修史・加藤　大雅

石田　健太郎・打越　学・宝達　明彦

Live7  PCI   15:00-17:00
【座長】宮下　裕介・土谷　武嗣

【オブザーバー】水野　清雄

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
東方　利徳・音羽　勘一

阪上　学・坪川　明義・勝田　省嗣

【演者】
『PCI術後の抗血栓療法をめぐる話題』
中川　義久
（滋賀医科大学医学部附属病院）

【ミニレクチャー④】10：00～10：20

共催：オーバスネイチメディカル㈱

『The Evolution of Coronary Scoring Balloon』
安藤　元素（岡村記念病院）

【ミニレクチャー⑤】11:00-11:20

共催：神奈川PTCA研究会

『Clinical Significance of Cholesterol Crystals in Coronary Plaque: An
Optical Coherence Tomography Study』

東條　大輝（大和市立病院）

【ミニレクチャー⑥】14:00-14:20

共催：㈱カネカメディックス

『新しくなった血栓吸引カテThrombuster Pro』
上野　博志(富山大学)

【ﾃｨｰﾀｲﾑｾｯｼｮﾝ②】15:00-15:30

共催:サノフィ㈱

『PCSK9阻害薬 Up to Date』
道下　一朗（横浜栄共済病院）
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13:30-15：30  Medical・一般演題
Case Presentation  -Tough & Excellent Cases-　共催：日本ライフライン㈱
【座長】寺村　真範・音羽　勘一
【レフリー】平瀬  裕章・海老澤　聡一朗・大谷　啓輔
【コメンテーター】油谷　伊佐夫・加藤　大雅・伊藤　良明・前川　直人

【演者】
① 『A Case of uncontrollable intra-procedural stent thrombosis』
井ノ口 安紀（富山赤十字病院）

② 『minimal contrast PCI for LAD-CTO』
津田 卓眞（名古屋掖済会病院）

③ 『BPAを行い、進行性に悪化する呼吸状態の改善に成功した中枢型CTEPHの一例』
油谷 伊佐央（黒部市民病院）

④ 『shepherd's crook type RCA近位部の石灰化狭窄に対してRotablatorが通過し得ず、
その後のdevice通過に難渋した一例』
松 井 吟（福井大学医学部附属病院）

⑤ 『ガイドカテーテルのカニュレーション直後に右冠動脈解離となり上行大動脈解離にまで至った
悪夢の一例』
児玉 隆秀（国家公務員共済組合連合会 虎の門病院）

⑥ 『臓側心膜下に血腫を認めた2枝CTO failure Case』
林 隆三 （総合大雄会病院）

15:40-17:00   EVT  Session
玄人のひとりごとシリーズ第7巻
 “１０年前、２０年前に思い描いたところにいま、立って
いますか？”
TEDスタイルプレゼンテーション

【  MC  】
土谷 武嗣

【Presentaters】
鈴木　健之
曽我  芳光
平野  敬典
宮下  裕介

【ティータイムセッション①】：16:00-16:20

共催:ニプロ㈱

『Adequate Plaque Modification With NSE』
平瀬　裕章（高岡みなみ病院）

開会挨拶
顧問：

金谷　法忍

＊【術者・IVUSコメンテーター】　3/15・16　両日での記載になります＊

【術者】
平野　敬典（済生会横浜市東部病院） 馬渕　智仁（福井循環器病院）　五十嵐　康己（時計台記念）　及川 裕二（心臓血管研究所付属病院）　北山 道彦（金沢医科大学）  平瀬 裕章（高岡みなみ病院）
三輪　健二（石川県立中央病院）　濱嵜 裕司（おおたかの森病院）　舛谷 元丸（はくほう会セントラル病院）　松原 徹夫（豊橋ハートセンター） 村松 俊哉（総合東京病院）

【IVUSコメンテーター】
 鈴木 健（豊川市民病院）　木村　祐之（広島ハートセンター）　坂田　憲治（金沢大学）　大久保　宗則（岐阜ハートセンター）　寺島 充康（豊橋ハートセンター）

ミッドナイトカンファレンス
場所：ホテル日航金沢  4階  鶴の間（C室）

開場：19:00  開始：19:30　閉会：21:30

17:15-18:30 ファイアサイドセミナー
共催：日本ライフライン㈱
【座長】木島　幹博・西川　英郎
【進行役】平瀬　裕章

『光るO² Productsの特性
 ～ nano coating STENT "Orsiro" × "Optowire" ～』

【演者】
①『Physiology PCIは新たなステージに！』
寺井　英伸（心臓血管センター　金沢循環器病院）

②『OrsiroはDP-EESより優れているのか？？ Orsiroの早期内皮化を見
る』
三浦　崇（長野市民病院）

③『Ultrathin Strut Orsiro DES ～実臨床における Orsiro DES～』
及川　裕二（心臓血管研究所付属病院）
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Live1  EVT  10:10-12:00
【座長】宮下　裕介・土谷  武嗣

【オブザーバー】横井　宏佳

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
鈴木  健之・曽我  芳光 ・三浦　崇

篠崎　法彦・関口　芳輝・三輪　健二

【ミニレクチャー①】：11:00-11:20

共催：カーディナルヘルス社

『EVT　ガイドワイヤー　VASSALLOの使用経験』
三輪　健二（石川県立中央病院）

更新日：2019/3/11

12:00-13:00  ランチョンセミナー　共催：ボストン

【座 長】永田 義毅・平瀬　裕章

開会挨拶：
代表世話人
北山  道彦

Live2 EVT&PCI  13:10-15:00
【座長】宮原  眞敏　・松原  隆夫

【オブザーバー】土井　修

【コメンテーター】
太田  洋・岡田　隆

福田　昭宏・三澤　克史・河合　康幸

Live3  PCI 15:00-17:00
【座  長】那須　賢哉・大里  和雄

【オブザーバー】井上　直人

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
岡田  正治・三枝　達也

中野　顕・寺井  英伸・正村　克彦

【Master The Complex　 -良好な予後を得るために-】

【演者】
『Effectiveness of SYNEGY STENT to Calcified Lesion
～Remaining problem of PCI for calcified lesion～』
北川　勝英（金沢医科大学）

『2nd vs 3rd generation stentの病理的比較検討』
坂田　憲治（金沢大学）

『BP-EESの当院での臨床使用経験』
伊藤　良明
（済生会横浜市東部病院）

【ミニレクチャー②】：14:00-14:20

共催：日本メドトロニック株式会社
 ペリフェラルバスキュラー事業部

『Impact of "IN.PACT ADMIRAL"-Whether to use it for long SFA-
CTO？』

藤岡　研佐（厚生連高岡病院）


